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Facebookで当院の近況を報告しています。「ドクターゴン鎌倉診療所」で検索！！

昨年はお世話になりました
本年もよろしくお願いします

謹賀新年



新年度のご挨拶

ここ数カ月、新型コロナウイルスはいよいよ勢いを増して、神奈川、鎌倉でも猛威を振るっています。医
療機関の窮迫した状況が連日報道され、いよいよ危機感が高まってきました。当院もかかりつけの患者
様、近隣の患者様ほか、症状のある方を中心に新型コロナウイルスの抗原検査、ＰＣＲ検査を行っていま
す。ただ、残念なことに入院施設を持たない当院では、検査はできても、隔離、治療はできません。予防
接種が準備できるまでには、まだまだ時間がかかりそうです。
コロナ禍での私たちの重要な使命は、地域で新型コロナに対応する入院施設と救急医療施設の後方
支援です。在宅医療が中心の当院では、そういった病院の入院ベッド確保に協力するため、退院調整、
在宅医療への移行を、できる限り迅速かつ簡便に行うよう努力しています。もちろん、在宅医療、緩和医
療、外来診療などは、これまで通り行い、診療の質を落とさない様に努力していますが、発熱、呼吸困難、
消化器症状などの新型コロナウイルスを思わせる症状がある場合には、防護服着用、検査や簡単な薬だ
けの対応、電話だけの対応、対面無しでの救急搬送など、致し方ない場合があるかも知れません。その
場合にはご容赦ください。ご自宅や施設で疑わしい症状があった時の対応法について、日々更新される
情報をもとに、極力安全で有効な方法を模索しています。
患者様だけでなく、ご家族、施設スタッフ、当院スタッフを含めた医療介護関係者、そして地域全体を
守り、新型コロナ終息後には安心して日々を過ごせるよう、当院スタッフ一同努力してまいりますので、
何卒ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

新しい年が、皆様にとって良い年でありますよう、心からお祈り申し上げます。

①好きな食べ物 ②好きな生き物 ③趣味 ④休日の過ごし方 ⑤血液型

ドクターゴンに入職をし在宅部で勤務をしておりました
が、出産を機に外来で勤務をさせて頂くことになりまし
た。コロナにより生活に様々な影響が出ているかと思
います。

外来で、少しでも安心をして頂けるよう頑張りますので、
宜しくお願い致します！

熊谷 祐子

6月に入職致しました。神奈川の地理的な事や、在

宅医療経験も浅く日々学ばせて頂いております。よ
ろしくお願い致します。

髙瀬 真裕

①チョコ、やきいも、おもち
②犬、馬
③旅、陶芸
④家族とお散歩
⑤A型

看護師

スタッフ紹介

看護師

くまがい ゆうこ

たかせ まゆ

泰川 恵吾 医師
やすかわ けいご

医療法人鳥伝白川会 理事長
日本外科学会 認定医
日本在宅医学会 専門医・指導医

医療法人 鳥伝白川会 理事長 泰川恵吾

①チョコレート、甘いもの、芋類
②愛犬、動物全般
③なし
④家族でゆっくり
⑤O型



曽我 幸弘 医師
そが ゆきひろ

医学博士
日本救急医学会 専門医
日本外科学会 専門医
日本消化器学会 認定医
東京女子医科大学救急医教室 客員教授

在宅医療を始める以前、私は東京女子医大病院救命救急センターで集中治療や外傷を中心とした治療

に従事していました。1991年に暴力団対策法が施行される以前は日本一の繁華街である新宿歌舞伎町

で発生する銃創や刺創などの特殊外傷を多数経験しました。特殊災害としては1994年の地下鉄サリン事

件、1995年の阪神淡路大震災などを経験しました。また2002年の道路交通法改正による飲酒運転の罰

則強化までは交通事故による鈍的外傷が多発し、血管カテーテル治療や手術を経験しました。

その後、2007年に在宅医療を始めましたが、まず思ったことは救急医療と在宅医療が近い存在である

ことでした。特殊な病態で病院治療を要する場合もありますが、内科的疾患はもとより日常で経験する軽

度外傷は在宅で対応可能なことが多いからです。

現在、大きな問題となっているコロナ感染症に対する救命救急センターの現状についてご報告します。対
応する病態は重篤と診断されたもので、呼吸不全で人工呼吸器や膜型人工肺を使った呼吸補助装置
（ECMO）を要する病態、多臓器不全で血液透析などの集中治療を必要とする病態です。これらは１名の
患者さんに集中治療に精通した多くの医師・看護師が完全防具を装着して対応します。よってベッドは
あっても収容できる患者数に限りがあります。現時点ではコロナ感染症で入院した場合、家族は面会でき
ずご臨終にも立ち会えません。マスコミ報道で盛んに言われる医療崩壊はコロナが不治の病なのではなく、
医療スタッフの不足で普段から発生する心筋梗塞・脳出血・誤嚥性肺炎などの重症病態や重症外傷に対
応できなくなってきたことです。
救急医療は地域によって体制が大きく異なり、地域にあった体制作りをする必要があります。
限られた医療資源である救急医療を守るために、在宅医療の普及がこの現状で必要であることをご理
解いただけたら幸いです。

在宅医療と救急医療 最終回

この事業は、訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者が使用する人工呼吸器が長期停電時においても稼働でき
るよう、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備し、災害時においても患者の生命を維
持できる体制の設備を図ることを目的とする。
当院では在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業の交付を受け、発電機20台を人工呼吸器を使用されて

る方のご自宅に設置を行いました。また、設置に伴い、スタッフ全員で簡易自家発電装置の仕組みと使用に
ついて学びました。災害時の患者様・ご家族様の安心のひとつとして設置させて頂きます。

神奈川県在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業

発電機 スタッフ一同発電機を学ぶ様子多用途AC電源供給装置



☆当院メールアドレス（gon@aria.ocn.ne.jp)に連絡いただいたお返事は、

遅くなる場合があります。夜間・土日は次の日の確認となります。お急ぎ場
合はお電話ください。

窓口受付時間 月 火 水 木 金 土 日/祝 

9：00～11：30 〇 〇 〇 〇 〇 休 休 

14：00～16：30 × × 〇 × × 休 休 

 

診療科：外科・内科・訪問診療
担当医師については、当院ホームページ
にてご確認をお願いいたします。
http://www.drgon.net/kamakura/

水曜日は予約制となっております。お電話ください。

当院からのお知らせ

☆おむつを使用している方へのお知らせ（医療費控除）☆
おむつの購入費用は医療費控除を受けることができます。
かかりつけの医師に相談をして、「おむつ証明書」を発行してもらい、
確定申告を行います。おむつ購入時の領収書の保管をお願いいたします。
詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

発熱外来

☆事務員募集してます！詳しくはHPご覧ください。ご応募お待ちしております！

完全予約制
問い合わせ先 0467-32-5230
予約時間 8：30-16：00
診察時間 16：30～
熱・咳・鼻水・咽頭痛などのご症状のある方はまずご連絡ください。お電話にてご案内いたします。
※当日予約が定員に達した場合、他医療機関をご案内することがあります。

また、自費でのPCR検査は行っておりません。何卒ご了承ください。

当院ではインフルエンザ、新型コロナ感染症の蔓延に備え、専用の発熱外来用UV付簡易

診察室を設置しました。
風邪症状（発熱、喉の痛み、咳、鼻水など）の自覚症状のある方は一般の外来とは時間

を分けて診察いたします。通常の診察室には入らず、こちらの簡易診察室を使用して検査
を行います。上記症状のある方は診療所入室前にまずお電話ください。

発熱外来受診について

PCR検査、cocoaからの接触通知などの新型コロナ
ウィルス関連のお問い合わせ

咳・鼻水・咽頭痛などの症状があり
かかりつけ医で受診が出来ない場合

※診療時間外は下記へお問い合わせください

この簡易診察室は、医師側と患者側のブースが分かれております。完全密閉であり、医師側が持続
陽圧、患者側が持続陰圧がかかるため隙間ができた場合も医師側から患者側へ風が流れ、患者側から
医師側へ空気が入らないようになっています。
床下部分にはキャスターがついており、室内・室外と移動が可能になっていますが、ブース下面は床
板で覆われ、換気扇にはHEPAフィルターがついているためエアロゾルの外への漏出を防いでおります。

mailto:gon@aria.ocn.ne.jp


151

59

16

満足 ほぼ満足 どちらとも やや不満 不満

3.電話での対応について

129

88

10

満足 ほぼ満足 どちらとも やや不満 不満

4.相談のしやすさ

133

76

12 1

満足 ほぼ満足 どちらとも やや不満 不満

5.緊急時の対応

117

94

8
2 1

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満

6.利用状況の情報提供の早さ

87

21132

14

76

4 6 5

医師 看護師 PT

OT ST 薬剤師

CM 管理栄養士 介護士

事務 その他

1.回答者の職種

144

74

10

満足 ほぼ満足 どちらとも やや不満 不満

2.職員の接遇

調査期間：2020.10.20～2020.11.20アンケート結果(事業所様）



調査期間：2020.10.20～2020.11.20

183

16
1 1 2

1.職員の言葉遣い・態度(電話含)

満足 やや満足 どちらとも やや不満 不満

178

21

2 2 1

2.職員は質問・相談にきちんと対応しているか

満足 やや満足 どちらとも やや不満 不満

170

27

3 1

3.医師による病状や検査結果の説明

満足 やや満足 どちらとも やや不満 不満

181

18
5

4.医師による自宅診察で安心できるか

満足 やや満足 どちらとも やや不満 不満

114

26

20
1

5.緊急時(夜間含)対応について

満足 やや満足 どちらとも やや不満 不満

アンケート結果(患者様）

2020年10月20日から2020年11月20日にかけて
実施したアンケートについて、院内で多職種の
スタッフで意見交換しました。皆様からの大変
貴重なご意見をもとに今後も精進し診察してま
いりたいと思います。今後ともどうぞよろしく
お願いいたします。


